
富山マスターズ陸上競技連盟

令和３年度通常総会議事録(要旨)
日　時　　令和４年２月２７日（日）　午後　１時00分～

場　所　　富山地鉄ホテル　１１階「アルシェフ」会議室

令和２年度長期在籍者（40・30・20年連続登録者）表彰伝達

20年連続登録者：藤田 英子、柳瀬 和昭、柳瀬 美子

総　会　次　第

総会に先立って令和2年度長期在籍者（20年連続登録者）表彰伝達が行われる

１．開会通告 13：02　石倉理事長が開会を通告

２．会長挨拶 13：03　金森会長が挨拶を行う

３．議長選出 13：05　規約第7条3項の規定により金森会長が議長に選出される

定足数の確認：登録会員数208人 会場出席者20人 委任状出席者128人 で総会成立

４．議案審議 13：07　審議開始

石倉理事長が事業報告を行い、原案通り全会一致で承認される

野尻会計が決算報告を行い、大懸副会長（事務局）が補足説明を行う

横田監査役が監査報告を行い、原案通り全会一致で承認される

石倉理事長が事業方針と事業計画を説明する

・スロージョグ教室の期日が5月28日(土)（サンシップ）で決定と報告がある

その他事項について、原案通り全会一致で承認される

大懸副会長（事務局）が変更案を説明し、原案通り全会一致で承認される

大懸副会長（事務局）が変更案を説明し、原案通り全会一致で承認される

６号議案　役員改選の件

石倉理事長より、理事会推薦の役員案が示され、全会一致で承認される

その他

質問）日本マスターズ連合の現状について説明願いたい

答え：大懸副会長）

理事改選に伴う混乱は収まり、正常に業務が行われている。

新型コロナ感染症の影響でこの２年間ほとんどの事業が中止となったが、

２０２２年度は全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権が福井で実施される予定である。

５．議長降壇 14：19　議事が終了し金森会長が降壇する

６．閉会の辞 14：20　柳瀬副会長が閉会の辞を述べる

７．閉会通告 14：21　石倉理事長が閉会を通告する

５号議案　規約変更の件

１号議案　令和３年度事業報告承認の件

２号議案　令和３年度決算報告承認の件

同上監査報告

３号議案　令和４年度事業計画案承認の件

４号議案　令和４年度予算案承認の件



○ 会議

会　議　名 期　日 場　　　所

令和2年度総会 R3_2月13日 県総合運動公園陸上競技場会議室

第１回理事会 3月22日 県総合体育センター

第２回理事会 5月31日 県総合体育センター

第３回理事会 7月5日 県総合体育センター

第４回理事会 9月13日 県総合体育センター

第５回理事会 12月5日 県総合体育センター

第６回理事会 R4_1月17日 県総合体育センター

○ 関係団体会議・会合

会　議　名 期　日 開　催　地 出　席　者

北陸マスターズ陸上競技連盟役員会 3月7日 オンライン（新潟主催) 金森､大懸、石倉、川向

富山陸協理事会 5月22日 県総合陸上競技場 石倉

富山陸協理事会 8月 9日 県総合陸上競技場 石倉

富山陸協日程会議 11月14日 県総合陸上競技場 石倉

富山陸協理事会 R4_１月30日 県総合陸上競技場 石倉

（公社）日本マ陸上競技連合2021年度社員総会 7月31日 オンライン会議 大懸

県スポレク祭実行委員会 2月19日 県総合体育ｾﾝﾀｰ 石倉

生涯スポーツ事務担当者会議 4月9日 県総合体育ｾﾝﾀｰ 石倉

生涯スポーツ常任理事会 4月28日 電気ﾋﾞﾙ 石倉

生涯スポーツ理事会･懇親会 中止

生涯スポーツとやま広報委員会 ４回開催 アオイスポーツハウス 野尻

○ 主催・主管事業

事業名 期　日

　第30回スポレク祭マスターズ陸上競技 4月18日 城光寺陸上競技場

  兼 第17回富山マスターズ春季陸上競技大会
  兼 ねんりんピック岐阜大会富山県選考会 106名参加(県内92名､県外14名)

第38回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 9月26日

第40回富山マスターズ陸上競技 10月17日 五福陸上競技場

選手権大会

第3回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ短距離記録会 6月26日

第16回ﾄﾗｯｸ記録会､43回三世代記録会 5月2日

第17回ﾄﾗｯｸ記録会､44回三世代記録会 8月1日

第18回中長距離記録会 12月5日

ミドルとシニアのためのスロージョグ教室 5月29日 富山県総合福祉会館１Ｆ 講師：田中寿美子

(いきいき長寿ｾﾝﾀｰから受託) 参加者 9名

○ 情報活動

ホームページ随時更新　　　2004年12月～　　　ｱｸｾｽ数:301,440(1/9現在)　「富山マスターズ陸上競技連盟」http://t-mastertf.com/

○ 監査

定例監査 R4_1月17日 県総合体育センター 横田､岸

○ 参加事業

ねんりんピック岐阜大会マラソン 10月31日 海津市木曽三川公園特設会場 中止

第33回都道府県対抗
全日本マスターズ駅伝競走大会

12月19日（日）

※これらの記録の詳細はホームページ『富山マスターズ陸上競技連盟』 (http://t-mastertf.com/)に掲載しています

国営昭和記念公園(東京)  女子5位 男子10位

桃山運動公園陸上競技場  60名参加(県内27名､県外14名､三世代19名)

五福  223名参加(県内66名､県外10名､三世代147名)

五福  203名参加(県内68名､県外30名､三世代105名)

１号議案

176名参加(県内95名､県外0名､三世代81名)

令和３年度事業報告

開　催　地  等

高田城址公園陸上競技場  中止

滑川  76名参加
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項目 予算額 内訳 決算額
前年度繰越金 759,033 759,033
年会費 740,000 正副会長（4名）　60,000

一般会員（201名）×4,000　 　804,000

一時登録者（3名）×1,500　 　4,500　 　合計　208名 868,500
参加料（151名）　293,000

広告料　80,000

県スポレク祭陸上　 参加料（106名）　281,000

県実行委員会助成金　97,000

いきいき長寿財団助成金　120,000 498,000
記録会等事業費 0 トラック競技及び中長距離記録会参加料（決算報告書参照） 603,500
助成金 215,000 生涯スポーツ協議会140,000　日マ連合100,000（前年度分）

県社協ねんりん健康運動推進（前年度及び今年度）60,000 300,000
特別会計残金繰り入れ 399,576 特別会計より（利息　8） 399,584
雑収入 967 利息　 7

合計 3,184,576 3,801,624

項目 予算額 内訳 決算額
日本マスターズ連合登録料 261,000 208名×1,500 312,000
会合費 110,000 役員会・理事会 82,456
通信・印刷費 170,000 郵便切手等　100,096

コピー・印刷代　83,075

送金手数料　7,852 191,023
県マスターズ選手権大会 500,000 大会運営費 519,285
県スポレク祭陸上大会 400,000 大会運営費　 454,515
県社協支援事業 0 県社協ねんりん健康運動推進ジョギング教室 59,059
情報活動費 40,000 広報誌コピー代 0
陸上教室等事業費 120,000 トラック競技及び中長距離記録会等事業運営費（決算報告書参照） 532,981
総会補助金 80,000 2020年度総会補助 2,510
旅費および対外活動費 120,000 生涯スポーツ協議会　0　

日マ代表役員会　0

北陸マ役員会　0

富山陸協役員会費　0

県スポーツフェスタ開会式　0 0
事務消耗品・備品 50,000 事務用品等　15,720

連盟用封筒　34,100 49,820
120,000 北陸マスターズ連盟　0

日マ連合正会員会費　20,000

富山陸協分担金他　40,000

県スポレク祭　30,000 90,000
大会助成金 150,000 全日本マ選手権リレー参加料　0

北陸マ選手権リレー参加料　　0

全日本マ駅伝大会助成金　102,740

ねんりんぴっく参加者助成金　0 102,740
負担金 175,000 生涯スポーツ協議会　100,000　 100,000
４０周年記念事業積立金 50,000 2021年度積立金特別会計へ 50,000
雑費 50,000 日マ記録集　12,000　　ルールブック・ハンドブック　3,905

弔電（広瀬弘さん逝去）　12,265　　レインコート　4,263

五福競技場更衣室修理代　7,700 40,133
予備費 788,576 ナンバーカード及び腰ナンバー　103,556

参加賞タオル　126,575 230,131

次年度繰越金 984,971

合計 3,184,576 3,801,624

510,000

支出の部

分担金・会費

２号議案
2021年度一般会計決算報告書　

2022年1月31日現在
収入の部

県マスターズ選手権大会 560,000

373,000

2



項目 金額 項目 金額
前年度繰越金 399,576 0
利息 8 次年度繰越金（一般会計繰入） 399,584

合計 399,584 合計 399,584

項目 金額 項目 金額
前年度繰越金 450,000
一般会計より令和2年度積立金 50,000 次年度繰越金 500,000

合計 500,000 合計 500,000

項目 金額 項目 金額
第16～18回記録会選手参加料 529,000 競技場使用料（4回分） 70,310
第3回短距離記録会選手参加料 74,500 傷害保険料（4回分） 44,000

競技役員交通費（延べ） 174,000
看護師ほか謝金 21,000
弁当お茶・昼食代 93,000
記録証 32,500
プログラム他コピー代 79,570
郵便代他 18,601

合計 603,500 合計 532,981

【一般会計】　
北陸銀行魚津支店　　　　　　普通預金　4088030　　 761,777
北陸銀行魚津駅前支店　　　普通預金　4285401 0
ゆうちょ銀行　 　　　　　　　　　普通預金　1047334 213,634
現金残 9,560

（合計） 984,971
【特別会計】

北陸銀行大沢野支店　　　　 普通預金　5041150 500,000

総合計 1,484,971

トラック競技及び中長距離記録会等事業費決算報告書
収入 支出

財　産　目　録

2021年度特別会計決算書　
収入 支出

４０周年記念事業積立金特別会計報告書
収入 支出
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項番 品名 規格・形式・仕様 購入年月 保管者 数量 単価 金額 備考
1 会長印 大懸 1
2 砲　丸 ３.０ｋｇ 川向 3
3 砲　丸 ２.０ｋｇ 川向 1
4 円　盤 ０.７５ｋｇ 川向 1
5 ハンマー ５ｋｇ 川向 2
6 ハンマー ３ｋｇ 川向 2
7 ハンマー ２ｋｇ 川向 1
8 や　り ７００ｇ 川向 4
9 や　り ５００ｇ 川向 3

10 や　り ４００ｇ 川向 3
11 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 旧ﾀｲﾌﾟ男子L 大懸 4
12 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ男子O 大懸 1
13 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ男子L 大懸 8
14 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ男子M 大懸 4
15 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ男子S 大懸 0
16 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ女子L 大懸 2
17 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ女子M 大懸 6
18 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ 新ﾀｲﾌﾟ女子S 大懸 3
19 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ ﾃﾞﾙ Vostro15 2016年1月 大懸 1 58,917 58,917 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ故障
20 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｷｬﾉﾝ ip2700 大懸 1
21 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｷｬﾉﾝ ip2700 大懸 1
22 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｷｬﾉﾝ ip2700 大懸 1
23 無線ﾙｰﾀｰ ﾊﾞｯﾌｧﾛｰWSR1166 2019年3月 大懸 1 5,378 5,378
24 参加賞ﾀｵﾙ 公認記録会用 2021年度 大懸 200 225 45,000 概算数量
25 参加賞ﾀｵﾙ 三世代記録会用 2021年度 大懸 180 225 40,500 概算数量
26 ﾋﾞﾌﾞｽ 公認競技会用 2021年度 大懸 700 150 105,000 概算数量
27 腰ﾅﾝﾊﾞｰ 貼り付け用 石倉 100 75 7,500 概算数量

2022年1月17日富山マスターズ陸上競技連盟備品リスト
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令和４年度事業方針 

昨年度も新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、多くの大会が中止となりました。また、

各地のロードレースもほぼ全部中止に追い込まれる有様でした。

そのような中にあって、当連盟では参加者の制限や種目の削減はしたものの、県マ選手権・春

季大会・４度の記録会など精力的に活動してきました。これも会員皆様のご協力のおかげと感謝

申し上げます。

今年度もすでに中止を決めた大会や行事等が散見される状況です。当連盟では、４月の記録会

を皮切りに１２月の中長距離記録会まで、多くの事業を計画しています。新型コロナウィルス感

染症が収束し、全ての事業が滞りなく実施できることを願うばかりです。

一昨年度から、これまでの中長距離記録会をトラック競技会とし短距離種目も加えました(１
２月の滑川での中長距離記録会を除く)。また６月の短距離記録会は県実業団陸上競技連盟とコ

ラボレーションし、午前中はマスターズ記録会、午後からは県実業団大会とします。より多くの

参加をお願いいたします。

一昨年度から全国で全員陸連登録が実施されました。当連盟主催の２大会及び３回の記録会は

日本陸連公認の競技会となります。記録も陸連ルールによるものは陸連公認記録となります。

2020 年度から 8 県(富山、石川、福井、長野、岐阜、三重、徳島、香川)で県番号が変更となり

ました。富山は 17⇒18 となり、国体等の番号と統一されました。それとともに個人の番号も現

在の番号に 10000 を加えた番号に変更されました。 
例： 大懸誠愉  2019 年登録まで  17-000147 

2020 年登録から  18-010147 
他県の大会への参加や、全日本マスターズ選手権への参加には注意が必要です。

今年度も通常大会の一層の充実を図り、会員拡大・競技力の向上に努めます。また、富山陸上

競技協会の一員として審判員の養成を促進し、さらにボランティアスタッフの養成を促進し当

会の組織の充実を図ります。

陸上競技に取り組む事の楽しさを共有し、互いに競い、共に励まし、個々を育むことを目指し、

令和４年度事業を推進します。

具体的推進施策については、以下をご参照ください。 

令和４年度事業実行について

１．事業運営について

・ 春季大会・選手権大会の二つに加え３回の公認記録会及び三世代交流記録会・中長距離記録

会を事業の柱とします。いきいき長寿センターの委託事業であるウォーキング・ジョギング

教室も一層充実させていきます。

・ 充実した大会運営と経費の効率化に努めます。

・ 三世代交流競技会（未公認）と中長距離記録会（未公認）の充実で会員外の方との交流を促

進し、将来の会員増につなげます。気軽に参加をお願いいたします。
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２．会員登録について

・日本マスターズ公認大会に出場するためには、マスターズ登録と日本陸連登録の両方が必要で

す。次の方法で陸連登録願います。

① 審判員登録：郡市陸協に加入登録する。審判員手帳の所持だけでは登録となりません。

所属郡市陸協へ年会費を支払し、年次登録をしてください。

② 富山陸協一般登録：クラブ・個人で登録する。富山陸協主催の大会に出場出来ます。

③ 富山マスターズクラブで一般登録：富山陸協主催大会には出場出来ません。その他の陸

連公認大会については、その主催団体にご確認ください。

・平成２５年度よりマスターズ登録が１８才以上の男女に変更されました。若年層の会員獲得を

推進致します。

・陸連登録の確認のため年次登録申請書または総会出欠葉書による登録確認を提出して頂きま

す。

３．大会要項の送付について

・富山マスターズ陸上競技選手権大会・県スポレク祭兼春季マスターズ大会の２大会及び３回の

公認記録会については登録会員全員に送付いたします。

・他のマスターズ関連大会要項については、県内大会受付にて提示または、要請に応じて送付い

たします。返信用封筒に切手を貼付してお申し込み下さい。

・大会要項はホームページにも掲載致します。必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。

URL http://t-mastertf.com/ 
検索ｷｰﾜｰﾄﾞ 『富山マスターズ陸上競技連盟』

４．情報化の推進について

・ホームページの充実に勤め、情報化時代に即した活動の展開を図ります。より多くの会員のご

意見、情報をお寄せください。

５．日本陸連公認大会でのマスターズ記録の公認について 

・ 会員登録者のマスターズ関連以外の大会での記録を公認記録（県記録・日本記録・世界記録

等）として受け付けます。（但し、日本陸上競技連盟の事業年表に載ったもの（公認大会）に

限ります）

・ 必要書類を添えてお申し込みください。

【必要書類】

① 主催者が発行する記録証

② 参加した種目の記録一覧表のコピー

③ 競技会のプログラム（記録の公認申請をした種目の頁のコピーだけでよい）

・ 日本マスターズ陸上競技連合への申請の期限は競技会終了後一ヶ月以内です。手続き書類作

成の時間を考慮して出来るだけ早く必要書類をそろえてお申し込みください。

7



３号議案

◎会議

総会 令和4年2月27日

理事会 年６回

◎関係団体会議会合

富山県生涯スポーツ協議会 年５回 理事会・大会実行委員会等

(一財 )富山陸上競技協会 年４回 理事会・その他会議

北陸マスターズ陸上競技連盟 年１回 役員会（新潟マ主催／(ｵﾝﾗｲﾝ)3月19日）

(公社)日本マスターズ陸上競技連合 年１回 総会

◎主催・主管事業
第31回スポレク祭マスターズ陸上競技
　兼 第18回春季富山マスターズ陸上競技大会
  兼 ねんりんピック神奈川大会選手選考会

5月8日（日） 城光寺陸上競技場

第41回富山マスターズ陸上競技選手権大会 10月16日（日） 五福陸上競技場

三世代交流ﾄﾗｯｸ競技記録会
第45回:4月17日( 日 )
第46回:8月21日( 日 ）

城光寺陸上競技場
五福陸上競技場

第19回･第20回トラック競技記録会(公認)
第21回トラック競技記録会(未公認）

第19回:4月17日(日)
第20回:8月21日(日）
第21回:12月4日(日)

城光寺陸上競技場
五福陸上競技場
滑川市陸上競技場（未公認競技場)

第４回短距離記録会(公認)
三世代交流記録会（未公認)

6月25日（土） 桃山運動公園陸上競技場

スロージョグ教室 5月28日（土） サンシップ

◎情報活動

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『富山マスターズ陸上競技連盟』 随時更新 URL　http://t-mastertf.com/

◎参加事業

第40回新潟マスターズ陸上競技選手権大会 *月*日(日) ******陸上競技場

第40回石川マスターズ陸上競技選手権大会 *月*日（日） ******陸上競技場

第34回福井マスターズ陸上競技選手権大会 6月26日(日) ******陸上競技場

2022年度全日本マスターズ投てき５種競技選手権大会 *月*日(日) ******陸上競技場

2022年度全日本マスターズ混成競技選手権大会 *月*日(土)・*日(日) ******陸上競技場

第39回北陸ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技選手権大会 9月11日(日)予定 (新潟)******陸上競技場

第42回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 2022年9月23･24･25日 福井マスターズが立候補

第34回ねんりんピック神奈川大会 マラソン 11月13日(日) 山北町 丹沢湖湖畔

第35回全日本マスターズ駅伝大会 12月**日（日） 国営昭和記念公園

第11回全日本マスターズロードレース大会 12月**日（日） 国営昭和記念公園

令和４年度事業計画
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４号議案

項　　目 金　額 摘 要
前年度繰越金 984,971

年会費 780,000 195名×4,000

富山マスターズ陸上競技選手権 560,000 参加料　480,000（160名)

広告料　80,000

県スポレク祭陸上 510,000 県生涯スポーツ協議会　90,000

県社会福祉協議会  120,000(予定)

参加料　300,000（100名）

記録会等事業収入 600,000 参加料

補助金 140,000 県生涯スポーツ協議会　

雑収入 29

合 計 3,575,000

項　　目 金　額 摘 要
（公社）日本マスターズ連合登録料 292,500 195名×1500

会合費 110,000 役員会・理事会

通信・印刷費 170,000 送料・切手・各種印刷

富山マスターズ陸上競技選手権 500,000 運営費

県スポレク祭陸上 450,000 運営費

情報活動費 40,000

陸上競技記録会等事業費 600,000

総会補助金 80,000

旅費･対外活動費 100,000
日マ総会25,000  北陸ﾏ役員会30,000
生涯ｽﾎﾟｰﾂ協議会20,000  富山陸協10,000

事務消耗品・備品 200,000 ﾊﾟｿｺﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ･封筒他

競技会消耗品 200,000 ﾋﾞﾌﾞｽ･腰ﾅﾝﾊﾞｰ･参加賞･賞状記録証印刷他

分担金･会費 140,000 北陸ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連盟　50,000

富山陸協会費（理事･参与）　40,000

日本マスターズ正会員会費　20,000

県スポレク祭 　30,000

大会助成金 150,000 全日本マ駅伝　　120,000（参加料分含む)

ねんりんピック  12,000   その他

負担金 100,000 生涯スポーツ協議会

周年等記念事業費積立金 50,000 令和4年度分

雑費 50,000

予備費 342,500

合 計 3,575,000

令和４年度収支予算

収　入　の　部

支　出　の　部
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富山マスターズ陸上競技連盟規約 

 

第１条 本会は富山マスターズ陸上競技連盟と称する。 

 

第２条 本会は、陸上競技を通じて次のことを達成することを目的とする。 

１．会員の競技力向上と健康増進を図る。 

２．会員相互の親睦と生き甲斐を求め、健康的長寿を図る。 

３．生涯スポーツの発展に寄与する事業を行い、もって社会に貢献する。 

 

第３条 前項の目的達成のため、次の事業を行う。 

１. 年間を通しての練習会及び情報交換会。 

２. 各地陸上競技大会の紹介、参加、主催。 

３. 講習会、実技指導、経験交流、記録会。 

４. 公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合への加入と業務分担。 

５. 会員の公益財団法人日本陸上競技連盟への登録事務手続き。 

６．会の活動情報の提供。 

７．その他、会の目的達成に必要な事項。 

 

第４条  会員および会費 

１．本会は、その目的に賛同する１８歳以上の男女をもって組織する。 

２．会員は公益財団法人日本陸上競技連盟の登録会員でなければならない。 

３．会員になろうとする者は、会費年間４，０００円を納めることとする。 

４．２４歳以下の学生(日本学生陸上競技連合登録者を除く)の会費は年間２，０００円とする。 

５．会長及び副会長の年会費は別に定める。（５.項削除） 

 

第５条  この会は次の役員を置く。 

     会 長 １名     副会長 若干名    理事長 １名 

     副理事長 若干名   理 事 若干名    監査役 若干名 

 

第６条  役員の選出・職務・任期 

１． 会長及び副会長は、理事会の推薦により総会において決定する。 

２． 会長は業務を統括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、必要があれば代行する。 

３． 理事は会員の中から選出し、理事の互選によって理事長、副理事長を決定する。 

４． 理事長は、総会の議に基づき、業務全般を執行し、副理事長はそれを補佐する。 

５． 理事会は、公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合の正会員（１名）を推薦し総会はこ

れを決定する。 

６． 理事会は、会員または会員外の有識者から監査役を推薦し総会はこれを決定する。（６.項

追加） 
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７． 役員の外に理事会の推薦により、相談役及び顧問を置く事ができる。 

８． 役員の任期は２年とする。 

第７条 この会に総会、理事会を置く。総会、理事会はそれぞれ会員、理事の過半数の出席によっ

て成立する。出席者の数には委任状出席、リモート出席も含める。 

１．総会は毎年２月に開催し、業務、会計、方針、役員改選、規約改正等を審議決定する。 

２．理事会は、監査役を除く役員で構成し、一般業務の執行、経費の収支など、総会に対して

一切の責任を負う。 

３．総会の議長は会長が務める。 

第８条 この会の運営は、会費、事業に伴う収入、寄付金及び地方官庁等補助金によって 

賄われるが、その明細については、総会の承認を受けなければならない。 

第９条  この会の事業年度は、４月１日より翌年の３月３１日までとするが、会計期間は２月１日から翌

年の１月３１日までとし、２月１日から３月３１日までに行われる事業の会計報告は次年度の総

会で行うこととする。 

第１０条 本会の本部事務局は下記に置く事とする。 

〒938-0082 富山県黒部市生地芦区２８－２  (株)大懸電機商会 内 

TEL 0765-56-8158  FAX 0765-56-8433 

E-mail   autec@t-mastertf.com 

付記  昭和 63 年 1 月 18 日 一部規約改正 

 平成 2 年 4 月 1 日 一部規約改正 

 平成 10 年 2 月 22 日 一部規約改正 

 平成 13 年 2 月 18 日 一部規約改正 

 平成 16 年 9 月 5 日 一部規約改正 

 平成 19 年 2 月 25 日 一部規約改正 

 平成 26 年 2 月 22 日 一部規約改正 

平成 27年 2 月 22日 一部規約改正 

平成 28 年 2 月 21日 一部規約改正 

平成 29 年 2 月 18日 一部規約改正 

平成 30 年 2 月 25日 一部規約改正 

令和 2年 2月 29日 一部規約改正 

令和 3年 2月 13日 一部規約改正 

令和 4年 2月 27日 一部規約改正 
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６号議案

令和４・５年度富山マスターズ陸上競技連盟役員

会 長 田中 寿美子 【（公社）日本ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連合正会員】

副 会 長 柳瀬 和昭

（事務局） 大懸 誠愉

理 事 長 石倉　勝

副 理 事 長 川向　誠

会 計 野尻 順子

理 事 温井 淑子

小池 義廣

木下 隆行

秋元　浩

平川 和幸

舟根　彰

数井 茂行

藤田 英子

金子 慶子 新任

志甫 英徳 新任

吉田　淳 新任

監 査 役 横田 俊泰

岸　敬子

相 談 役 金森　勝 新任

顧 問 中西 邦康 新任

竹田 賢治

山地 啓司

杉本  仁 退任

中井 規一 退任

吉井 清美 退任
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